
　西荻塾では、ニーズに応じて、2つのコースを設置しております。各自のニーズ（ご希望）に
合わせて、お選びください。科目別にコースを分けたり、西荻塾のクラス授業と併用することも
可能です。詳しくは次ページ以降をご参照ください。
① SP コース
　医学部・東大・京大・一橋・東工大・医科歯科大・東京外大・旧帝大・早慶の受験指導
　ほか、英検準 1 級～英検 1 級指導や講師のご指名など、ご希望に応じて SP コースをご選択に
なれます。
②標準コース
　SP コース対象以外の受験指導、学校の定期試験対策、内部進学対策、補習指導など

・全科目、すべてのニーズにこたえる徹底したマンツーマン指導。生
徒に合わせた指導教材の設計も実施。
・集団授業を担当し、高実績を上げてきた講師が担当。
・受講者には、自習指導（自習教材の選定、ペースメイク等）を授業
外の時間で実施。

どこまでも正攻法

西荻塾
大学受験

全学年対象

■ 西荻塾の個別指導は、2 つのコースがあります。

　授業時間はすべて講師：生徒＝ 1：1の完全個別指導です。
※複数名で受講される場合は準個別指導をご用意しております。

■ 完全に 1 対 1 のマンツーマン指導です。

　授業時間はすべて科目・受験対策指導に集中します。ただし、授業時間外の自習や進路指導が
極めて重要になりますので、受講者の方には、授業前後または別に設定した時間を用いて、自習
指導（教材の選定、ペースメイク、過去問フィードバックなど）と進路指導（志望校選定、模試
のご案内、フィードバックなど）を必ず実施しております。単に授業をして、終了にはならず、
その後の方向付け、モチベーションの維持など、きめ細やかに対応します。
※ご希望に応じて、保護者面談・三者面談等やメール、お電話による相談も行っております。

■ 進路指導・自習指導も個別に実施（授業外指導の徹底）。

　個別指導は、集団・クラス授業とは違い、授業時間のすべてにおいて、ひとりの生徒の状況を
つぶさに把握し、即時それを指導に活かしていくことが求められます。例えば、計算過程（数学）
や単語の選択（英語）、記述の様子（全科目）など、個別ならではチェックポイントをしっかり
拝見し、コミュニケーションを重ねると、生徒の癖やミスを防ぐポイントなど、個別だからこそ
鍛えうることがあります。
　そのため、個別指導を担当する講師は、クラス授業で経験を積み、指導実績が豊富な講師を担
当させます。また、各科目責任者講師（SPコース責任者講師）が副担任として、教材設計、授
業外指導や授業設計、面談に携わりますので、多様な視点から生徒の皆さんをバックアップしま
す。

■ 個別だからこそ、実績豊富な講師と副担任制度。

個別指導のご案内



● SP コースは入塾基準・特待制度があります。
①．ＳＰコースは、西荻塾の責任者講師が教鞭を執るコースとなり、枠に限りがあるため、対象志望校を限定しています（上記志望校以外で受
験指導を希望をされる方は、通常コースにて承ります）。
②．カリキュラムは、学校のカリキュラムとは異なる場合があります。志望校と現状に乖離が大きい場合は、いったん通常コースにて弱点補強
を行った上で、ＳＰコースに変更することも可能です。
③．SP コースでは、所定の模試の成績を基準として、特待生制度があります（授業料減免、最大半額）。入塾時または、模試ごとに判定します。

SPコースのご案内

SP 指導の特徴

・超難関の受験指導に秀でた講師及び副担任が担当
・超難関に特化した専門指導で合格を一気にたぐり寄せる
・バランス、効率を重視した進路指導、日常自習指導
・模試や過去問のフィードバック指導

■ 超難関の受験指導

対象志望校　以下の一覧に含まれる受験指導はSPコースです。
　東京大・京都大・一橋大・東京工業大・東京医科歯科大・東京外国語大・旧帝大レベルの国立大

　医学部（国立・私大）・早稲田大・慶應義塾大・英検準 1級以上の指導

※医学部は、面接指導・小論文指導も可能。

　SPコースは、これまで西荻塾が培ってきた超難関大指導を個別指導で受講するコースです。

　西荻塾では、設立後 10 年にわたって、クラス授業を行うなかで、上記対象校にて確かな合格実績を築きあげ
て参りました。無論ですが、クラス授業でも、その指導を十分に受けていただくことができます。
　このコースでは、こうしたクラスでの実績をあげてきた超難関大対策指導のメソッドと、それを担当している
特級の講師陣が、生徒ひとりにフォーカスして、よりきめ細やかに、密度の高い授業をご提供するコースです。
とにかく、「超難関大に合格したい」受験生に授業時間のすべてを使って徹底して鍛え上げます。副担任ととも
に受任しますので、受講科目以外のことも、自習・進路指導で相談できます。模試や過去問のフィードバックも
丁寧に行いますので、授業に加えて手厚い指導が受けられます。

■ ＳＰ責任者講師一覧
　超難関指導に秀でた講師陣チーム

西荻塾代表（全科）　赤星　（東大）
　大学在学中に理系転向。そのため、数学・国語・生
物・日本史など文理をまたぐ指導ができる。学部生か
らこの仕事一筋に、東大、京大、一橋、医学部、早慶
など多数の実績を上げている。バランスよい進路指導
と熱血の自習指導がポイント。何でも頼れる代表講師。

理数主席　村田　（東大・数学オリンピック日本代表）
　代表の高校・大学の同期。高校時代、2年連続で数
学オリンピックの代表となり、その名を知らない者は
いなかった。受験数学・物理で解けない問題はない。
だからこそ、語り口調穏やか、明快かつどんな受験生
にも寄り添える講義が絶対の人気を博している。

英語・世界史　常藤　（東大）
　御三家出身。東大在学中、作曲と受験指導に打ち込
む。東大受験では、どの科目もオールマイティにこな
しつつ、自ら効果的な学習法を確立してきた。彼が奏
でるテンポの良い「講義」は、密度・質ともに生徒の
モチベーションに直結するものである。

国語・文系主席　川上　（九州大（文））
　小学校教員・行政官（福祉関係）を務めた後、受験
指導の道へ転向。高校時代は授業がアテにならず、自
分で問題集や参考書を潰して、結果九大受験では国語・
英語でほぼ満点近い得点を奪取。穏やかな口調ながら、
「国語で劇的に点を伸ばす」数少ない本格派講師。

ＳＰコースは、塾内外での超難関指導実績、経歴、生徒・保護
者授業評価において特に秀でた資質のある講師を選抜していま
す（上記の他にも在籍します）。
ＳＰコースでは、担当講師を決定する際に、その予定講師から、無料
体験授業だけではなく、進路指導を体験していただき、これなら任せ
られる、とご納得いただいてから受講を開始下さい。

化学・生物・医学部進学対策　
梶本　（東京理大卒、医学部再入学）
　西荻塾出身。高校時代は部活一色。高3夏以降にやっ
と受験の本腰が入った。いったん東京理大を卒業し、
大手企業に就職したが、医師を志し、再度西荻塾で学
び、医学部に 1年で再入学。医師への研鑽を積みな
がら、医学系を始め超難関大指導を継続中。

日本史　草間　（早稲田大（文））
　早慶日本史の 30 年分以上の入試問題のデータベー
スが頭に入っており、日本史で右に出る講師はいない。
きめ細かな入試分析に練りに練られたオリジナルの授
業レジュメと緩急をつけた軽やかな講義は、すべての
日本史受験生を合格に導く。



通常コースのご案内

通常コースの特徴 ・志望、現状、学校のカリキュラムを徹底分析
・個別に最適な教材を設計し、自習指導を強化。
・弱点補強やスポットのニーズにも対応

■ 内部進学、受験指導、定期試験、検定対策など

　通常コースは、西荻塾のもう一つの看板コースの一つです。
　西荻塾の個別指導は、教材から授業の進度・自習指導まで、各生徒のニーズを各方向から「最適化」し、
密度の高い授業・学習指導をご提供するコースです。
　定期試験対策、各種検定対策はもとより、大学受験指導まで、全科目対応します（SP対象校を除く）。
副担任制度により、授業担当講師に加え、SPコースを担当している西荻塾責任者講師（SPコースの責
任者講師一覧をごらんください）が副担任としてサポートを行いますので、受講科目以外のことも、自習・
進路指導で相談できます。
　学校でよく利用される教材や定期試験などの情報に精通しておりますので、それに基づく教材選定・
学習の仕方まで、自分の苦手な箇所にピンポイントで対応するのはもちろんのこと、得意な箇所をさら
に伸ばすことも可能です。また、模試や過去問のフィードバック指導も受けられます。
　クラス授業、通常コースをご利用の方は、スポットでのご利用が可能です。

通常コースの個別指導対象
　ＳＰコース以外の受験指導、内部進学対策（大学系列付属校）、定期試験対策、指定校推薦対策

　英検 2級レベルまでの各種英語検定（GTEC、TEAP等も含む）対策、高卒認定対策

　その他、様々なニーズに対応。短期間でのスポット利用可（例：理科のみ 1ヶ月、英検のみ 4回等）

● カウンセリング・体験授業
　入塾をご検討の場合は、まず、無料の入塾試験・体験授業、現況のカウンセリング面談を受けて下さい。テストとその解説体験授業を通じて、
担当講師から現在の状況、今後の見通し等、詳細なご説明を事後に差し上げます。

＊カウンセリングの結果によって、ご希望のコースごとに体験授業の振り分けを行います（両コースも可能です）。SP コースをご希望であっ
ても、状況によっては通常コースをご提案することもございます（その場合でも、時期や学習状況に応じて、再度コース変更は可能です。
現況に最適な授業をご提案するための趣旨としてご理解ください）。
＊体験授業の日程等は改めてご相談の上決定いたします。また、体験授業は複数科目可能です。また、講師の変更等も承ります。

体験授業・入塾手続のご案内（各コース共通）

● 授業日程調整・授業回数の設計
　体験授業を受けていただき、ご納得いただきましたら、カウンセリング時にお伺いしたご希望をもとに、授業日程の調整と、回数の設計を行
います。原則として、毎週、固定した日時での授業実施となりますが、試験・検定前の振替や回数の追加などは、可能な限り応じますので、都
度ご相談ください。

＊実施時間帯や曜日などは、柔軟に編成しておりますが、両コースともに、枠に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。
＊個別コースからクラス授業への変更も可能です（ただし、クラス編入が可能かの判定を行います。また、塾からクラス授業への移行をお
すすめすることがあります）。

●通常コースは、クラス指導経験の実績がある、確かな資質のある講師に受任させています。また、副担任にSPコースを担当する責
任者講師を配置し、授業の方向付けや教材の検討、面談などでお手伝いをいたします。
●スポット利用は、通常受講している科目ではないが、試験前に絞って特定の科目の対策を行う場合や、検定試験前にその対策に絞る
など、様々なニーズに合わせてご利用いただけます（料金等は通常コースに準じますが、一部教材費を回数別に申し受けます）。



　西荻塾では、常設の自習スペースを確保していま
す。受験生や定期試験前を中心に多くの生徒が利用
しています。ピリッと張り詰めた空気感のなかで、
充実した設備のもと、自習が可能です。
　また、講師を捕まえていつでも質問等可能です。
自習のやり方もいつでも聞いて欲しいと思います。

■ 常設自習室完備
　毎日でもご利用ください

■ SP コース・通常個別の共通の費目
　【その他の費用】

費目 金額

入塾金 30,000 円（税込 33,000 円）

＊ご紹介の場合は、総額より 10,000 円を割り引きます ,
＊過去に在塾経験のある方は、不要です。

教材費（年間） 12,000 円（税込 13,200 円）／１教科

＊教材費は、テキスト代・塾内テスト代等に充当します。
＊年度途中の場合は、９月までは月割り計算、10 月以降は 50％、1 月
以降は 3,000 円（税込 3,300 円）のご請求となります。
＊「通常個別」のスポット利用教材費は、4 回あたり 2,000 円（税込 2,200
円）

指導充実費 前期・後期の 2分割でご請求いたします。

【中１・２】
　前期（4 月～ 8 月末）　13,500 円（税込 14,850 円）
　後期（9 月～ 3 月末）　13,500 円（税込 14,850 円）

【中３・高 1】
　前期（4 月～ 8 月末）　15,000 円（税込 16,500 円）
　後期（9 月～ 3 月末）　15,000 円（税込 16,500 円）

【高 2】
　前期（4 月～ 8 月末）　15,000 円（税込 16,500 円）
　後期（9 月～ 3 月末）　21,000 円（税込 23,100 円）

【高 3・既卒】
　前期（4 月～ 8 月末）　30,000 円（税込 33,000 円）
　後期（9 月～ 3 月末）　35,000 円（税込 38,500 円）

＊授業外の時間帯を利用した自習指導、随時の進路相談等が含まれてい
ます。
＊受講講座数にかかわらずご負担ください。
＊期間途中でのご入会の場合は、原則として月割りで計算いたします。

施設維持費 1,000 円（税込 1,100 円）／月あたり

●兄弟・姉妹で在籍される場合は、兄弟・姉妹割引があります。詳しくはお問
い合わせください。

塾の施設について

受講料のシステム

西荻塾（にしおぎじゅく）
杉並区西荻南 3-9-11  フロンティア EX ビル 3 階

（JR 西荻窪駅南口徒歩 1 分）
TEL 03-3334-5415
https://www.nishiogi-juku.jp/
E-mail：office@nishiogi-juku.jp

■ SP コース
　【授業料】

対象学年 授業時間（分） 授業回数 受講料

高 1 ～ 3 

既卒

完全個別 90 分 4 回あたり
48,000 円

（税込 52,800 円）

完全個別 120 分 4 回あたり
59,000 円

（税込 64,900 円）

■ 通常個別
　【授業料】

対象学年 授業時間（分） 授業回数 受講料／月額

中 1 ～ 3
高 1 完全個別 90 分 4 回あたり

24,000 円
（税込 26,400 円）

高 2 完全個別 90 分 4 回あたり
30,000 円

（税込 33,000 円）

高 3
既卒 完全個別 90 分 4 回あたり

32,000 円
（税込 35,200 円）

中 1 ～高 2
2 名 90 分 
（準個別）

4 回あたり
21,000 円

（税込 23,200 円）

高 3
既卒

2 名 90 分
（準個別）

4 回あたり
26,000 円

（税込 28,600 円）

□ SP コース・通常個別の共通のご留意事項
●受講料は、1 ヶ月あたりの受講回数によって決定します。上記金額は、1 ヶ
月に 4 回授業を実施した場合の金額であり、実施回数によって均等割で計算し
ます。
● 2 科目以上、クラス併用は 10％引とします。
●天災、講師の体調不良等、塾より休講のお願いをする場合は、振替授業を実
施させていただき増す。日時についてはご相談いたします。
●学校行事、定期試験のスケジュールなど、あらかじめ日程の変更や休講をご
希望の場合は、原則として 5日前までに塾までご連絡ください。日程の調整や
休講の措置を講じます。また、スポット授業を追加でご希望の場合も速やかに
塾までご連絡ください。
●体調不良等や私的都合等による当日中の休講につきましては、授業開始時刻
の 2時間前までにご連絡のあった場合は、振替授業または休講による受講回数
の調整・受講料調整を行います。但し、変更手数料 1,000 円（税込 1,100 円）
を申し受けます。
※授業開始直前まで欠席等のご連絡がなく欠席された場合には、授業を実施し
たものと見なし、所定の授業料を申し受けます。あらかじめご了承ください。


